
※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

優良日本株ファンド 【愛称：ちから株】

当レポートは9枚組です。

「優良日本株ファンド（愛称：ちから株）」が、
モーニングスター株式会社の

「Morningstar Award “Fund of the Year 2017”」
国内株式大型 部門におきまして

最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

　Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニング
スターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他
一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニング
スターが判断したものです。国内株式大型 部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド623本の中から選考されました。

モーニングスター アワード　「ファンド オブ ザ イヤー 2017」
国内株式大型 部門　『最優秀ファンド賞』　受賞

Morningstar Award “Fund of the Year 2017”について
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分配金実績（税引前）

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

優良日本株ファンド 【愛称：ちから株】月次改訂

追加型投信/国内/株式

基準価額の推移

・基準価額、基準価額（分配金再投資）、参考指数は設定日前営業日を10,000として指数化しています。
・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。
・信託報酬率については、後記の「ファンドの費用・税金」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

騰落率

・ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。

参考指数は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを
表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは
公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

2018 / 03

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
■基準価額および分配金は１万口当たりです。

運用状況等

【マンスリーレポート】  2018 年 03 月 30 日 現在

ファンドの現況

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

2018/03/30 前月末 前月末比

18,039円 18,303円 -264円

40,322 34,448 +5,874

基準価額 日付

19,658円 2018/01/23

9,042円 2011/11/25

設定来高値

設定来安値

基準価額

純資産総額(百万円)

直近期 ２期前 ３期前 ４期前 ５期前 ６期前 設定来累計

決算日 2017/12/05 2017/06/05 2016/12/05 2016/06/06 2015/12/07 2015/06/05

分配金 1,400円 1,000円 200円 0円 50円 1,300円 10,950円

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来

ファンド -1.44% -3.31% 9.48% 25.85% 28.31% 265.52%

参考指数 -2.94% -5.57% 2.48% 13.47% 11.22% 125.64%

差 1.49% 2.26% 7.00% 12.38% 17.08% 139.88%
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・比率は純資産総額に対する割合です。

・比率は純資産総額に対する割合です。

優良日本株ファンド 【愛称：ちから株】

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
■基準価額および分配金は１万口当たりです。

【マンスリーレポート】  2018 年 03 月 30 日 現在

組入全銘柄

・比率は現物株式評価額に対する割合です。

運用資産構成 組入上位10業種

電気機器

13.43%
情報・通信業

9.60%

サービス業

9.46%

輸送用機器

8.47%小売業

7.77%

機械

7.59%

化学

5.88%

銀行業

4.97%

その他

24.01%

卸売業

4.02%

建設業

4.81%

2018/03/30 前月末 前月末比

実質国内株式組入比率 98.16% 98.84% -0.68%

内　現物 98.16% 98.84% -0.68%

内　先物 0.00% 0.00% 0.00%

短期金融資産 1.84% 1.16% 0.68%

（ 組入銘柄数：  52 銘柄）

銘柄 市場 業種 比率 銘柄 市場 業種 比率

1 三井住友フィナンシャルグループ 東証一部 銀行業 4.88% 27 九電工 東証一部 建設業 1.57%

2 トヨタ自動車 東証一部 輸送用機器 4.59% 28 島津製作所 東証一部 精密機器 1.55%

3 伊藤忠商事 東証一部 卸売業 3.95% 29 ニチレイ 東証一部 食料品 1.55%

4 東京エレクトロン 東証一部 電気機器 2.81% 30 シュッピン 東証一部 小売業 1.54%

5 ソニー 東証一部 電気機器 2.72% 31 コナミホールディングス 東証一部 情報・通信業 1.54%

6 Ｔ＆Ｄホールディングス 東証一部 保険業 2.65% 32 共立メンテナンス 東証一部 サービス業 1.53%

7 昭和電工 東証一部 化学 2.56% 33 ディップ 東証一部 サービス業 1.53%

8 日本電産 東証一部 電気機器 2.47% 34 コカ ・コーラ 　ボトラ ーズジャパン ホールディングス 東証一部 食料品 1.52%

9 日立建機 東証一部 機械 2.22% 35 エムスリー 東証一部 サービス業 1.51%

10 住友金属鉱山 東証一部 非鉄金属 2.03% 36 伊藤忠テクノソリューションズ 東証一部 情報・通信業 1.51%

11 ＳＵＭＣＯ 東証一部 金属製品 2.02% 37 前田建設工業 東証一部 建設業 1.50%

12 ヤマハ発動機 東証一部 輸送用機器 2.00% 38 ネクステージ 東証一部 小売業 1.50%

13 ＴＨＫ 東証一部 機械 1.98% 39 フジ・メディア・ホールディングス 東証一部 情報・通信業 1.50%

14 ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ 証券、商品先物取引業 1.98% 40 ＩＤＥＣ 東証一部 電気機器 1.50%

15 リコー 東証一部 電気機器 1.98% 41 東洋ゴム工業 東証一部 ゴム製品 1.49%

16 任天堂 東証一部 その他製品 1.96% 42 三井不動産 東証一部 不動産業 1.49%

17 ニプロ 東証一部 精密機器 1.96% 43 住友重機械工業 東証一部 機械 1.49%

18 学情 東証一部 サービス業 1.78% 44 スシローグローバルホールディングス 東証一部 小売業 1.49%

19 東芝機械 東証一部 機械 1.76% 45 ユナイテッドアローズ 東証一部 小売業 1.49%

20 三菱ケミカルホールディングス 東証一部 化学 1.74% 46 デンカ 東証一部 化学 1.47%

21 青山財産ネットワークス 東証二部 不動産業 1.73% 47 日本郵政 東証一部 サービス業 1.47%

22 トヨタ紡織 東証一部 輸送用機器 1.72% 48 じげん マザーズ 情報・通信業 1.46%

23 富士電機 東証一部 電気機器 1.71% 49 夢真ホールディングス JASDAQ サービス業 1.46%

24 インベスターズクラウド 東証一部 建設業 1.65% 50 ヤフー 東証一部 情報・通信業 1.45%

25 エフオン 東証一部 電気・ガス業 1.64% 51 カプコン 東証一部 情報・通信業 1.42%

26 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 東証一部 小売業 1.61% 52 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 東証一部 情報・通信業 0.55%
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優良日本株ファンド 【愛称：ちから株】

運用担当者コメント

【マンスリーレポート】  2018 年 03 月 30 日 現在

【貿易摩擦の拡大懸念などを受けて下落】

3月の国内株式市況は、米国の保護主義的な政策表明を契機に貿易摩擦の拡大懸念が強まったことなどから下落しました。東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）は2.94％の下落、日経平均株価は2.78％の下落となりました。
3月の国内株式市況は、トランプ米大統領が鉄鋼・アルミニウムに対する追加の関税賦課を表明し、保護主義化への懸念が強まったことなど
から軟調な展開で始まりました。その後は、森友学園問題やティラーソン米国務長官の解任発表などを受けて、内外での政治情勢に対する
不透明感が強まったことなどから上値の重い展開となりました。22日に米国が中国による知的財産侵害に対する制裁関税を発表すると、中
国政府による報復措置の検討も報道され、貿易摩擦の拡大懸念が強まったことなどから、23日の国内株式市況は大きく下落しました。月末
にかけては、円高ドル安の進行が一服したことなどから国内株式市況は反発したものの、結果として前月末の水準を下回って取引を終えま
した。

【3月の基準価額は1.44％の下落】

（1）今月の運用成果とその要因
3月の基準価額は1.44％の下落となりました。参考指数であるＴＯＰＩＸは2.94％下落しました。基準価額のパフォーマンスにプラスに寄与し
た銘柄は「青山財産ネットワークス」「ネクステージ」などであり、マイナスに影響した銘柄は「昭和電工」「日立建機」などです。設定来（2009
年3月18日～2018年3月30日）では、当ファンドの基準価額（分配金再投資）は265.52％の上昇となっています。同期間において参考指数で
あるＴＯＰＩＸは125.64％上昇しています。

（2）今月の売買動向
「エムスリー」「ヤフー」など3銘柄を新規で組み入れ、「日本ライフライン」「リゾートトラスト」など3銘柄を全株売却しました。

市況動向

運用状況

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【競争力のある優良割安株に厳選投資】

1.わが国の競争力のある優良企業の株式の中から、割安度等に着目して30～50銘柄程度に投資を行います。

2.投資の主な対象となる「競争力のある優良企業」とは、以下に該当する企業の中から、相対的に評価が高いと当ファンドが判断する企業
です。
  ・健全なバランスシートを保持している企業
  ・業界内におけるシェアが高い企業
  ・株主還元に積極的な企業

3.「割安度」を測る投資指標として、配当利回り、株価収益率（ＰＥＲ）、株価純資産倍率（ＰＢＲ）を使用します。その際、経済環境や株価水準
を見定め、その時点で適切な割安指標を重視します。

4.トランプ政権は3月22日、知的財産権の侵害を理由として500億ドル～600億ドル相当の中国製品に25％の高関税を課す制裁措置を発動
する大統領令に署名しました。制裁措置の対象品目など具体的な内容の最終決定は6月になるとの見通しを示しています。米国としては、
今後約2カ月を発動判断までの実質的な猶予期間として、対中貿易赤字削減に向けた改善策を引き出したい考えとみられ、6月の最終決定
までの交渉によって深刻な貿易摩擦を回避出来るかどうかが今後の焦点になります。当面の国内株式市況については、米中の貿易摩擦懸
念が上値を抑える要因となる一方で実体経済が堅調な点には変わりないことから底堅い値動きが続くものと考えています。（運用担当者：野
崎）

今後の運用方針
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銘柄名 コメント

1
三井住友

フィナンシャルグループ

三井住友銀行を中核に、ＳＭＢＣ日興証券、カード、コンシューマーファイナンス、リースなど関連会社を傘下
に有する。2017年度開始の新中期経営計画では、バックオフィスの更なるＩＴ化、クラウド化などによる経費率
改善に取り組むほか、株主還元については配当性向40％をめざす方針が示された。

2 トヨタ自動車

注目が高まる電気自動車（ＥＶ）分野では、2020年代前半に航続距離が大幅に延びる「全固体電池」を実用
化する方針。また、ＥＶは短距離向け、燃料電池車（ＦＣＶ）はより長距離向けとし、引き続きＦＣＶの開発にも
注力する方針。自動車の電動化が進展するなかでも業界リーダーとしての存在感を期待。

3 伊藤忠商事

総合商社大手の一社。繊維、食料、住生活、情報など非資源分野に強みを有する。中国大手複合企業ＣＩＴＩ
Ｃおよびタイ大手複合企業チャロン・ポカパングループとの戦略的業務・資本提携を通じた中国・アジア展開
にも注目。

4 東京エレクトロン

半導体製造装置の国内最大手でエッチング装置や成膜装置などに強み。2015年度より配当性向を35％から
50％に引き上げるなど株主還元にも前向き。3次元構造のＮＡＮＤ型フラッシュメモリの量産化投資や半導体
需要の拡大などを背景に事業環境は良好。半導体製造装置の販売拡大による利益成長に期待。

5 ソニー

テレビ事業をはじめとするコンスーマーエレクトロニクスの再生に目途が付き、持続的な高収益の実現に期
待。中核事業であるイメージセンサーの販売拡大に加えて、ソニーのブランド力と技術力を活かした新しい事
業への挑戦にも期待。

6 Ｔ＆Ｄホールディングス

家庭市場に強い太陽生命、中小企業市場が柱の大同生命、乗合代理店市場専門のＴ＆Ｄフィナンシャル生
命の3社を傘下に持つ保険持株会社。Ｔ＆Ｄ保険グループ中期経営計画（2016－2018年度）では成長領域
であるシニアマーケットと乗合代理店チャネルへの取り組みを強化。

7 昭和電工

石油化学品、機能性化学品、ハードディスク基板、黒鉛電極など幅広い事業を展開。電炉の熱源として使わ
れる黒鉛電極市況に注目。中国での需要増や原料であるニードルコークスの需給ひっ迫などを背景に今後
の契約価格は大幅上昇が見込まれる。配当性向引き上げなどの株主還元強化にも期待。

8 日本電産

モータ製造の世界大手。ＨＤＤ用小型モータなど多数の世界トップシェア製品を有する。企業の合併・買収
（Ｍ＆Ａ）を積極的に活用しながら、成長事業と位置づける車載電装化製品、各種家電用モータ、商業用エ
アコン向けモータなどの販売拡大を進める。

9 日立建機

建設・鉱山機械で国内大手。2017年3月期までの2年間で早期退職特別募集、中国第二工場売却などの構
造改革を実施し、収益体質は強固に。2016年12月に米Ｈ－Ｅ Ｐａｒｔｓ社、2017年3月に豪Ｂｒａｄｋｅｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ
社をそれぞれ子会社化するなど攻勢に転じる。中国をはじめとする建設機械市場の回復と業績拡大に期待。

10 住友金属鉱山

大手総合非鉄素材メーカー。金、銅、ニッケルなどの鉱山開発や製錬事業が主力。中期経営計画（2016年度
～2018年度）では、電池材料と結晶材料の増産などで材料事業の成長をはかる。なかでもニッケルやコバル
トなどはリチウムイオン電池の主要材料であり、今後、ＥＶの普及拡大による売上増加に期待。

11 ＳＵＭＣＯ

半導体用シリコンウェーハ製造・販売大手。スマートフォンの高性能化やデータセンターの容量拡大などを背
景に半導体用シリコンウェーハの需要は強い。数量を確保したい大手半導体メーカーを中心に長期契約化と
値上げの動きが進んでおり、数量増加と値上げによる今後の業績成長に期待。

12 ヤマハ発動機

二輪車で世界大手、ボートの船外機で世界首位。アセアン各国で所得水準の向上などを背景にスポーツモ
デルのバイク市場が拡大しており、平均販売価格の上昇と収益性改善が進む。ボート船外機においても、主
な需要地である米国での景気拡大などを背景に大型化の動きが見られ収益性が改善傾向。

13 ＴＨＫ

様々な機械の位置決め精度を向上させるリニアモーションガイドで世界最大手。世界的な生産自動化投資を
追い風に事業環境は良好。今後は自動車の電動化が進むなかで電動ステアリングや電動ブレーキなどにリ
ニアモーションガイドの採用が広がることにも期待。

14
ジャパンインベストメント

アドバイザー

航空機、船舶、海上輸送用コンテナを対象資産としたリース取引への投資商品を組成・販売するオペレー
ティング・リース事業が主力。リース組成案件の着実な積み上げに期待するほか、退役航空機の解体・販売お
よび輸送機等への改造・リサイクル事業の本格立ち上がりにも注目。

15 リコー

複写機大手。2017年度はコスト構造改革を最大の経営課題として位置づけ、生産拠点の統廃合、開発機種
の絞込み、本社・バックオフィスのスリム化などを実施。加えて、取締役任期1年化や顧問制度の廃止などのガ
バナンス改革や事業の選別などにも取り組んでおり、今後の業績再成長に期待。

優良日本株ファンド 【愛称：ちから株】

「組入上位30銘柄」コメント
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※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。
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銘柄名 コメント

16 任天堂

2017年3月に新型ゲーム機「ＮＩＮＴＥＮＤＯ ＳＷＩＴＣＨ」を発売。いつでもどこでも楽しめるよう3つのプレイ
モードを搭載し、ゲーム需要の掘り起こしを狙う。人気ソフトの発売と合わせて今後の販売拡大に期待。また、
人気コンテンツのモバイルゲームへの活用にも注目。

17 ニプロ

糖尿病などの透析治療で用いられる人工腎臓「ダイアライザ」で国内首位級、グローバルでも大手。透析患者
数の増加を背景にダイアライザ市場は拡大基調。主力のダイアライザの伸長に加えて、医薬品受託生産ビジ
ネスでの売上拡大にも期待。

18 学情

人材採用のための多方面に渡る事業を展開する人材総合情報企業。主力事業である日本最大級の新卒採
用向け合同企業セミナー「就職博」に加えて、中途採用向けとして20代専門の転職サイト「Ｒｅ就活」や人材紹
介ビジネスを強化しており、今後の売上拡大に期待。

19 東芝機械

射出成形機や押出成形機を主力商材とする機械メーカー。ＥＶの量産化投資を背景に中国セパレータ業界
向けに押出成形機の受注が好調に推移しており、今後の業績拡大に期待。なお、筆頭株主であった東芝は
2017年3月に同社株の大部分を売却済み。

20
三菱ケミカル

ホールディングス

機能性樹脂、機能化学品、光学系フィルム、石油化学製品、医薬品など幅広い商材を製造する総合化学最
大手。2017年4月、三菱化学、三菱樹脂、三菱レイヨンの化学系3社を統合し、経営資源を最大限活用できる
体制を構築。機能性樹脂や機能化学品の自動車業界などへの販売拡大による業績成長に期待。

21 青山財産ネットワークス

個人財産コンサルティング（資産家を対象とする財産承継・財産運用コンサルティング）と法人コンサルティン
グ（企業経営者を対象とする事業承継コンサルティングなど）が主力事業。従来の同族・従業員承継に加え、
Ｍ＆Ａや廃業支援も積極化している事業承継コンサルティングにおける収益拡大に注目。

22 トヨタ紡織

トヨタ系列のシートメーカー。アイシン精機およびシロキ工業とのシート骨格機構部品事業の統合効果に加え
て、プレス技術に強みを持つことからモーターコアなどのＥＶ関連商材も有しており、これらの販売拡大にも期
待。

23 富士電機

蒸気タービン・発電機などの発電システムや自動販売機など幅広いビジネスを展開する総合電機メーカー。
自動車の電装化が進むなか省電力に寄与するパワー半導体に注目。今後、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）
やＥＶなどの普及が見込まれるなかでパワー半導体の大きな拡大に期待。

24 インベスターズクラウド

インターネットを活用したアパート経営プラットフォーム「ＴＡＴＥＲＵ」を展開。アパートの建築施工や賃貸管理
等を収益源とし、年金対策や資産形成目的でアパート経営を手掛ける会社員等が主な顧客層。テレビＣＭや
ネット広告での認知度上昇を背景に、成約物件数の拡大と業績成長に期待。

25 エフオン

木質バイオマス発電事業が主力。九州の日田と豊後大野、福島県白河に計3つの発電所を構え、自社での
保守運用体制を構築することで高い稼働率を実現。今後は、2019年末に栃木県の壬生発電所、2021年内に
和歌山県の新宮発電所が稼働予定であり、段階的な業績成長に期待。

26 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

福井を地盤とするドラッグストア「ＧＥＮＫＹ」を運営。福井のほか岐阜、愛知、石川など周辺エリアに出店を集
中する地域ドミナント戦略を展開。300坪程度の店舗フォーマットによる出店を加速させており、今後の業績成
長に期待。2017年12月、「ゲンキー株式会社」から「Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ株式会社」に株式移転を実施。

27 九電工

九州電力系で電気設備工事大手。主力の電気設備工事では地盤の九州での施工体制を活用し、首都圏に
おける経営基盤を強化・拡大を図る。加えて、空調設備工事でも大手に並ぶ規模まで事業が拡大。エリアの
拡大と事業領域の拡大による業績成長に期待。

28 島津製作所

分析・計測機器大手。先進国での医薬品開発分野や中国での環境分野などにおける旺盛な需要を背景に
販売好調。今後は利益率の高い消耗品ビジネスの拡大や画像診断の技術を活用した新製品の開発にも期
待。

29 ニチレイ

家庭用・業務用冷凍食品で国内首位。シニア世帯や単身世帯が増加するなか冷凍食品市場は堅調に推
移。炒飯などの米飯類の拡販やシニア夫婦を意識した夕食向け惣菜の拡充などでシェア拡大を狙う。生産能
力増強による販売拡大とコスト削減による今後の安定的な業績成長に期待。

30 シュッピン

インターネット上で中古品を中心にＥコマースを展開。主にカメラや時計など専門性の必要な商材を取扱い、
安全・安心な取引を掲げる。プッシュ型のレコメンドや入荷お知らせメールなどパーソナルなマーケティング機
能を強化しており、今後の取扱量の拡大と業績成長に期待。
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優良日本株ファンド 【愛称：ちから株】

ファンドの目的・特色

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

価格変動
リスク

信用
リスク

流動性
リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその
影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれ
らに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくな
ること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分
な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な
価格での取引となる可能性があります。

■ファンドの目的
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、競争力のある優良企業の株式の中から、割安と判断される銘柄に投資することにより、値上がり
益の獲得をめざします。

■ファンドの特色
特色１　わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。
・株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

特色２　競争力のある優良企業※の株式の中から、割安と判断される銘柄（ちから株）を厳選して投資します。
※競争力のある優良企業とは、業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業をい
　 います。
・銘柄選定にあたっては、株価の割安度等に着目して30～50銘柄程度に投資を行います。
・実際の運用にあたっては、主に優良日本株マザーファンドを通じて投資を行います。

■ファンドの仕組み
・運用は主に優良日本株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

■分配方針
・年2回の決算時（6・12月の各5日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
 ありません。

■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた
損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

投資リスク

■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超
 えて行われる場合があります。
 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の
 運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの
 追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日の基準価額
※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の基準価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を
中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

信託期間 2028年12月5日まで（2009年3月18日設定）

繰上償還 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日 毎年6・12月の5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年2回の決算時に分配を行います。
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時
および償還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額
投資非課税制度）の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託
説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手続・手数料等

優良日本株ファンド 【愛称：ちから株】

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3％）（販売会社が定めます）
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

日々の純資産総額に対して、年率1.08％（税抜 年率1％）をかけた額

その他の費用・
手数料

監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価
証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等につ
いてもファンドが負担します。
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することは
   できません。

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
　 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を
必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断
した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将
来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありま
せん。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入い
ただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）
　 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
　 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
　 加入協会：一般社団法人 投資信託協会
　　　　　　　　 一般社団法人 日本投資顧問業協会

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/
＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034
　（受付時間　営業日の9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）
　 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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商号
日本証券業

協会

一般社団法人
日本

投資顧問業
協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

株式会社　阿波銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第1号 ○
株式会社　イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○
株式会社　ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○
岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○
おきぎん証券株式会社（4月16日から取扱開始） 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○
株式会社　沖縄海邦銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○
カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○
株式会社　紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○
株式会社　京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○
髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○
株式会社　筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 ○
株式会社　栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号 ○
株式会社　鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○
フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○
株式会社　北陸銀行（インターネット専用） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○
株式会社　山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41号 ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

登録番号等

販売会社情報一覧表

ファンド名称：優良日本株ファンド
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